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検 索出雲総合芸術文化祭
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本物志向と住民参加で「芸術文化」に触れる機会として開催する出雲総合芸術文化祭。
音楽、舞台芸術、伝統芸能や市民参加部門など、さまざまな催しの情報を毎月お知らせします。

Ｓ席：８，０００円　Ａ席：７，０００円　Ｂ席：６，０００円

出雲市民会館

出雲市民会館 出雲市民会館

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。※託児室をご利用ください。（無料・2/26（金）までに要予約）

出雲公演
■と　き／平成２２年３月８日（月）　開演１９時（開場１８時３０分）
■ところ／出雲市民会館
【曲　 目】
コープランド／野外序曲　コルンゴルド／ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第９番　「新世界から」

指揮：
キース・ロックハート

ヴァイオリン：
イリア・グリンゴルツ
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■と　き／平成２２年 １月１７日（日）
　　　　　開演１４時
　　　　　（開場１３時３０分）　
■ところ／平田文化館
　　　　　プラタナスホール
■入場料／無料

【出雲】出雲市民会館・ラピタ本店・アツタ楽器・平田文化館・大社文化プレイスうらら館
【松江】しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）・
【ローソンチケット】（電話予約）0570－084－006 （Lコード）66714

プレイガイド

（全席指定）

小学生以上：500円（当日600円）※前売りは22日（金）まで

【出雲】大社文化プレイスうらら館・出雲市民会館・
ビッグハート出雲・平田文化館

プレイガイド

（全席自由）

■出演者／
　箏グループ・カヌー／木次則子・池田啓子・宮下安貴子・船越幸・
　　　　　　　　　　林世津・栗原由美子・大塚良子・田中里香
　ピアノ／二瀬まり子・三原恵子、望月美希・今岡美保、妹尾陽子・
　　　　  小泉裕美、秦まりな
　声楽／伊藤千恵　ヴァイオリン／岡本佳子
　サキソフォン四重奏／佐藤航・宮本美香・須谷良子・尾添景子

催　事　名 と　き と　こ　ろ 料 金

市民参加イベント 開催日程
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平成22年 1月16日（土）・17日（日）
平成22年 1月23日（土）・24日（日）

平成22年 1月30日（土）
平成22年 2月26日（金）～28日（日）

平成22年 1月24日（日）
平成22年 2月 6日（土）・ 7日（日）
平成22年 2月21日（日）・ 22日（月）

ビッグハート出雲 アートギャラリー
ビッグハート出雲 アートギャラリー、文化サロン
出雲文化伝承館 出雲屋敷、縁結び交流館
出雲文化伝承館 縁結び交流館
平田文化館
平田文化館
平田文化館

入場無料
入場無料
　

入場無料

入場無料
入場無料

出雲市中部ブロック小中学校技術家庭科作品展
出雲市小中学校造形作品展
第11回 五色百人一首島根県大会
出雲市美術展 ［パッチワーク］
2010 平田青少年新春コンサート
雲州ひらた小中学生 写真・絵画・書道コンテスト
いけばな展

入場無料（参加料あり）

■と　き／12月26日（土）～2月7日（日）　9：00～17：00
■入館料／一般：500円（400円）　小・中・高校生：200円（100円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金
■休館日／毎週火曜日、12月31日(木)から1月1日(金)

■と　き／平成２２年 １月１３日（水）　開演１８時３０分（開場１８時）
■ところ／出雲市民会館

■と　き／平成２２年１月３１日（日）
　　　　　開演１３時 （受付１２時～）
■ところ／縁結び交流館（出雲文化伝承館隣り）

■と　き／平成２２年 １月３１日（日）
　　　　　開演１４時 （開場１３時３０分）
■ところ／出雲市民会館

「森は生きている」劇団仲間公演

谷川俊太郎　ことばとアート展

縁結び交流館

新春ダンスパーティー
おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

おたずね：親子でよい演劇をみる会（ひまわり第２保育園内）TEL 23－5978
※ホームページからチケット情報がごらんになれます。
　http://www.w-himawari.or.jp/

平田本陣記念館

出雲市役所
ロビーコンサート

　出雲芸術アカデミーでは、市役所１階ロビーで昼休みのひと
とき、市民の皆さんに安らぎの時間を提供するとともに地域で
活躍する音楽家の発表の場として「ロビーコンサート」を開催し
ています。右記の日程ですので、是非お立ち寄りください。

※いずれも時間は12時20分から12時50分です。
出雲市役所ロビーコンサート　出演者募集 今後の出演者を募集しています。詳しくは芸術文化振興課までお問い合わせください。

７年ぶりの出雲公演を、ぜひお楽しみください。

出　　演
12月25日（金）

平成22年 1月27日（水）
PASQUA －パスクァ－
髙坂明子（ピアノ独奏）

開 催 日

出　　演
１月２３日（土）

１月２４日（日）

幼児科
本科／合唱コース・オーケストラコース
別科／一般合唱

と 　 き

好評発売中！

　全国から寄せられた189作品の歌詞の中から、入選６作品、
佳作３作品が決定しました。当日は入選作品６作品に曲をつけて
発表します。

【出雲】ひまわり第２保育園
プレイガイド
（全席指定）（4歳児から）Ｓ席：３，５００円　Ａ席：３，０００円（※当日200円増）

おたずね：㈱フロンティアいずも（パルメイト出雲）
　　　　 TEL 21－3818

【出雲】パルメイト出雲・出雲文化伝承館・市役所本庁総合案内
プレイガイド
前売券：１，５００円（軽食・ドリンク付）（当日券２，０００円）

おたずね：日本海テレビ出雲支社　TEL 23－3211

おたずね：出雲芸術アカデミー事務局　TEL 21－6371

【出雲】出雲市民会館・ラピタ本店・ゆめタウン出雲・大社文化プレイ
スうらら館　【大田】大田市民会館　【松江】一畑百貨店松江店・しまね
文化情報コーナー（島根県民会館内）
【ローソンチケット】（Lコード）66551

プレイガイド
（全席指定） ４，０００円

桂 文珍 全国独演会ツアー 出雲公演
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ビッグハート出雲

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
※託児室をご利用ください。（無料・12/25（金）までに要予約）

第8回 いずも新春コンサート 第15回 わたしのうたコンサート

大人：1,000円（当日1,200円） 　高校生以下：500円（当日600円）

■と　き／平成２２年 １月１０日（日）
　　　　　開演１４時
　　　　　（開場１３時３０分～）
■ところ／ビッグハート出雲
　　　　　白のホール

【出雲】ビッグハート出雲・出雲市民会館・大社文化プレイスうらら館・
平田文化館 ほか

プレイガイド

（全席自由） 好評発売中！

平田文化館

「こころまんまる 幸せ家族」
作詞：内藤雅超
作曲：土井裕美

「記念樹」
作詞：吾郷輝子
作曲：中島恭子

「心のなかにかかる虹」
作詞：田中佳江
作曲：よねやまみちお

「ぼくのパパ」
作詞：皆藤光男
作曲：妹尾哲巳

「おかあさんのギュー」
作詞：土江ひかり
作曲：三浦芳男

「私の家族はオーケストラ」
作詞：安食健人、大塚　瞳
　　  熱田奈津歩、常松優斗
　　  曽田綾実、吉川彩葉
作曲：土谷幸男
編曲：妹尾哲巳

【入選作品】

出雲芸術アカデミー音楽院ファミリーコンサート

■ところ／大社文化プレイスうらら館　だんだんホール
■開　演／１４時

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用になるか、
お車でお越しの方はできるだけ乗り合わせてご来場ください。

大社文化プレイスうらら館

「第8回 いずも音楽コンクール」結果発表

小学校歌唱の部
最優秀賞

高尾麻甫さん

中学校歌唱の部
最優秀賞

成相伸哉さん

弦楽器の部
最優秀賞

勝部小夏さん

　１１月１５日、ビッグハート出雲を会場に「第８回いずも音楽コンクール」を開催しま
した。このコンクールは、子どもたちがコンクールという場を経験することにより、より
高度な表現力や演奏能力を身につけることを目的としており、８回目となった今回も
県内各地から参加した小中学生が、独唱58人、重唱11人に分かれて美しい歌声を響
かせました。また、弦楽器部門には１２人が参加し日頃の練習の成果を発揮しました。
　各部門の最優秀賞・優秀賞の受賞者は次のとおりです。

　現代日本を代表する詩人の一人、谷川俊太郎。その『ことば』にスポットを当
て、さらに臨場感を高める写真、書、絵本のそれぞれの作家の仕事を展観。谷
川の「にほんご」との相互の響きをご覧いただきます。

■と　き／平成22年2月28日（日）まで
　　　　　9：00～17：00（最終入館16：30）
■入館料／高校生以上：600円　中学生以下無料
■休館日／月曜日（但し祝日開館、翌日休館）

「白雪から迎新春の世界－玄冬から青春への躍動－」

おたずね：今岡美術館　TEL 25－2239

今岡美術館

横山大観、加山又造などを中心に厳しい自然をあたたかな眼差しで表現した絵画を展示

■と　き／平成22年1月4日（月）から3月15日（月）まで
　　　　　9：00～16：30
■入館料／一般：600円（500円）　高校生以下：400円（300円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金
■休館日／毎週火曜日

前売 一般：1000円
　　 高校生以下：500円

「初春の展示～寅年を迎えて～」

おたずね：手錢記念館　TEL 53-2000

手錢記念館

堀江友聲の「月下吼虎図」、岸駒の「虎図」など、寅年にちなんだ掛軸、屏風を展示します。

◇最優秀賞　高尾麻甫さん〔独唱・北陽小６年〕
◇優 秀 賞　桐原響子さん〔独唱・高浜小５年〕、渕﨑夕規夏さん〔独唱・北陽小４年〕
◇最優秀賞　成相伸哉さん〔独唱・出雲三中３年〕
◇優 秀 賞　佐野　連さん〔独唱・斐川西中３年〕、小林　愛さん〔独唱・島根大学教育学部附属中３年〕
◇最優秀賞　勝部小夏さん〔ヴァイオリン・神戸川小2年〕
◇優 秀 賞　田中志和さん〔ヴァイオリン・荒木小３年〕、林　亮太さん〔ヴァイオリン・出雲北陵中１年〕

小学校
歌唱の部

中学校
歌唱の部

弦楽器の部

出雲市美術展「第１１回工芸展」作品募集
■と　　き／３月５日(金)～７日(日)
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■出品規格／陶磁、染織、漆、金工、木竹工、七宝、硝子、革、その他工芸品と
して認められるもので、自作のもの（地域の文化祭等、審査のない作品展
へ出品されたものも出品可）。なお、特別な展示を要するものや取り扱い
管理が極端に困難なものは除きます。
■出品点数／１人１点（組）（「シリーズ茶碗３点セット」など関連性のある組み合わせは１組とします）
■出 品 料／５００円（作品搬入時にお支払いください）
■申し込み／申込用紙に必要事項を記入のうえ、芸術文化振興課へ提出して
　　　　　　ください。（各コミュニティセンター経由でも提出できます）
■申込期限／２月10日(水)
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